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・地域経済衰退への危機感

地域の人口減少や高齢化に伴う経済効果（地域消費）の減少について、このままでは更なる人口減少
と少子高齢化につながる悪循環を加速させる恐れがある。

・地域におけるデジタル人材不足

行政、DMO、観光事業者におけるデジタル人材が圧倒的に不足している。
日本は観光地としての魅力度は全世界から高く評価されているものの、デジタル技術の導入が遅れており、
地域経済を立て直すためにもDXによる観光ビジネスの生産性向上や高付加価値化は必要不可欠である。

1．現状の課題

1

・観光は、『地方創生の切り札』である。

・持続可能な観光地経営には、交流人口・観光人口増、リピーター増、地域消費額増が
必要不可欠である。

・勘や経験、思い込みだけでなく、客観的な事実に基づく現状把握が必要不可欠である。

・客観的データに基づいて論理的に組み立てられた事業は検証可能で、計画された事業の
成功率が高くなる。

求められているのは、観光客の行動やニーズを、リアルタイムにとらえる仕組み

『宿泊データ分析システム』
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2．宿泊データ分析システム

地域の保有する独自データを投入して、「より効果的に活用したい」という地域の要望に応え、

2020～21年度に観光庁からの委託でDMO向けにシステム構築し、2022年度からJTBが所有

●地域独自のプラットフォームを簡単に作れるシステム

●宿泊施設や観光施設など多種多様なデータを収集、分析、掛け合わせ、グラフ表示ができる

●RESASとも繋がり、基礎データを全ての市区町村単位で保有

●地域独自のデータとの連携（投入開発）が簡単で、機能拡張が容易に作れる

●基本利用は初期設定20万円＋月額3万円（ID50）で、初期導入可能な価格を実現

https://stg-front.dmodata-analysis.info/
ID: jtb-lodger  PW: jtb2021

★スマホ未対応です

2022年11月現在

全国10地域で導入・実装
※6ページ参照

『宿泊データ分析システム』

https://stg-front.dmodata-analysis.info/
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2．宿泊データ分析システム

データを分析するデータを収集する

自社分析
エリア分析

競合地域分析
需要予測

●地域独自データ
●全国を網羅する
観光関連データ

宿泊施設が保有しているデータのうち、個人情報を除いた「宿泊者数」「年代」「性別」「利用プラン」
等の宿泊データを宿泊データ分析システムに自動で取り込む方法等、容易に収集可能な様々な
仕組みを有しています。

各施設から収集するデータに加え、全国を網羅する観光関連データを組み込むことで、他地域との
比較も可能となります。

「宿泊者推移」や「国籍別の消費額」等をグラフで見える化することはもちろん、需要予測の実施も
可能となります。

収集データ

・宿泊者数 ・年代
・性別 ・利用プラン等

宿泊施設等が保有している観光客のデータを収集し、施設ごとに地域ごとに宿泊者数の推移や国籍別
の消費額等、観光客の傾向を可視化し、属性別の分析を可能とするものです。

『宿泊データ
分析システム』
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2．宿泊データ分析システム

＜システムの概念図＞

＜本システムが目指すPDCAサイクル＞

＜データの収集方法＞

＜データの分析方法＞

①ホテル管理システム（PMS）
・サイトコントローラーとの自動連携

②エクセルファイルを取り込む

③手入力で登録

①表とグラフで表示

②属性分析

③クロス集計

④競合地域分析

⑤需要予測

⑥効果測定
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2．宿泊データ分析システム

・自施設の現状をデータで客観的に知る。
・エリア全体と比較し、自施設の弱み・強み
を見つけることができる。

参画いただく宿泊事業者

・エリア全体での取組みにより、
地域ブランディング力が向上、集客力の向上

導入いただく地域

データの分析結果から、

・観光客のニーズ（や消費行動）を把握
・自分たちの地域、自分の施設の強みを把握
・戦略的なプロモーションを展開
・単価アップへの価格戦略 等々の成果あり

観光経済新聞 2021年10月4日版

✕

ノウハウ

データ

これまでのホテル・旅館の経営で
蓄積した貴重な知見

データに基づく新たな発見
時代趨勢による新たな傾向への対応
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2．宿泊データ分析システム

導入地域
観光庁事業による取扱い（継続）

地域独自事業による取扱い
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3．地域データの利活用事例（下呂温泉観光協会）

◆下呂市プロフィール

参画事業者数 20（49宿泊施設中）

部屋数カバー率 約75％ ※傾向値を見るには十分

取得可能なデータ 宿泊者数、宿泊代金、性別、年代、居住地、
個人団体シェア、販売チャネル、交通手段など

データ取得タイミング 翌月5日までに各宿泊施設でデータを入力

◆下呂温泉観光協会（DMO）の宿泊データ分析システムの稼働状況

発足 2004年（平成16年）3月1日
旧益田郡の4町1村（下呂町、萩原町、金山町、小
坂町、馬瀬村）が合併して誕生

人口 30,211人（2022年11月1日現在）

面積 851.21㎢

旅館・ホテルの数 49（下呂温泉街）
※部屋数1,873、最大収容人員7,616人／日
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3．地域データの利活用事例（下呂温泉観光協会）

■これまで 下呂エリアへの来訪者は、国内では岐阜県民が多いという過去の知見をもとに、
岐阜県民の取り込みに注力する予定であった。

■データ分析・考察

【データ収集（エリア全体と比較）を活用】

図 宿泊者の居住地域の構成比

✓自施設への来訪者は、
愛知県が特に多いことが
データ上でも明確になった。

✓エリア全体についても、
岐阜県民よりも愛知県からの
来訪が多いことが分かった。

自施設 エリア全体

自施設・エリア 居住地✕

過去の知見からエリア全体の来訪者は岐阜県民が多く、また、自施設はエリア全体と比べ岐阜県民を取り込むことができていないと
考えていたが、エリア全体においても愛知県民が多いことが分かり、愛知県民の誘客により力を入れていくことが重要である。
また、エリア全体と比べて自施設への取り込みが弱い都道府県が明確になったことにより、新たな顧客の開拓の可能性が明確となった。

■データを踏まえた取組（打ち手）・成果

特定地域を対象とした割引プランにより集客ＵＰ

➢ 当初予定していた岐阜県民限定のプランの特典を変更して、愛知県民限定のプラン（１日３部屋限定 高層階部屋
食事付き１万円）を造成し販売したところ、売上増加につながった。

➢ エリア全体と比較して、東京都・神奈川県からの来訪者を取り込めていないことが分かったため、神奈川県民の
誘客強化を検討する。
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3．地域データの利活用事例（下呂温泉観光協会）

■これまで 休前日は、競合となる宿泊施設が多いと考えており、価格において優位性を出す必要があったが、
価格を下げてしまうと売上が減少してしまうことから、休前日の価格設定は悩みの種であった。

■データ分析・考察

✓休前日の入れ込みが多いが、休前日
である2020年11月22日と2020年
11月27日の動きをエリア全体と比較
すると自施設は平日に他の施設と
比べ宿泊客を取り込めていることが
分かった。

✓平日の価格設定は、１～２万円で設
定していることが多いが、エリア全
体の宿泊金額別の割合においては、
２～３万円の価格帯も２５％と２番
目に多く、２～３万円を含め、２万
円以上の比較的高価格のプランも選
択されていることが分かった。

売上確保のために、休前日の単価を上げる検討をするよりも、平日における単価を上げる方がより効果的である可能性がある。

■データを踏まえた取組（打ち手）

➢ 休前日の単価をあげるのではなく、他の施設よりも平日に宿泊客を取り込むことができているという自施設の強み
を生かして、平日の単価を上げる価格設定を検討する。

平日・休前日の料金改定による収益の向上

【データ収集（エリア全体と比較）を活用】

図 自施設のエリア全体に対する入込率 平日入込率（平均）29％
休日入込率（平均）26％

32
%

20
%

自施設・エリア 宿泊日✕

休日：土曜・日曜・祝日

図 宿泊金額層別の割合（エリア全体）

【データ分析を活用】

宿泊金額層
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3．地域データの利活用事例（下呂温泉観光協会）

■これまで 下呂エリアでは、ビジネスマンの来訪もあるため、その層の獲得のためには需要に合ったプランの検討
が必要であるものの、宿泊客の大多数が一泊二食プランを利用していることから、素泊まりプラン等の
検討を進めてこなかった。

■データ分析・考察

ビジネス利用等、施設への到着時刻がはっきりしていない場合、夕食提供可能な時間までに到着できない可能性があることから
夕食不要の素泊まりプランや一泊朝食のみのプランが選択されていると考察できる。

■データを踏まえた取組（打ち手）

➢ 夕食不要の一泊朝食のみプランの磨き上げを行い、需要の取り込みを図る。

➢ 到着時間による影響のない弁当（夕食）付きプランの検討を進める。

ビジネスマン向けプラン造成による集客力の向上

【データ分析・クロス集計を活用】

図 性別✕食事タイプ別（2021年2月）

[男性]                             [女性]

76%

11%

14%

１泊２食 １泊朝食 素泊まり

88%

7%
6%

１泊２食 １泊朝食 素泊まり

図 年齢別✕食事タイプ別（2021年2月）

（年齢層）

（宿泊者数）

素泊まり

エリア 性別・年齢別✕ 食事タイプ別✕

✓１泊２食をメインとしており、素
泊まりや１泊朝食付はわずかであ
ると想定していたが、素泊まりは
男性１４％、女性６％程度、１泊
朝食は男性１１％、女性７％と少
ないながらも一定数需要があるこ
とが分かった。

✓年齢別で確認すると素泊まりを選
ぶ宿泊者の約９０％が若年層であ
ることが分かった。
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3．地域データの利活用事例（下呂温泉観光協会）

■これまで
直前予約に需要があると認識しておらず、周辺施設同様、予約可能日の設定を１日前にしていた。

■データ分析・考察

■データを踏まえた取組（打ち手）・成果

➢ 周辺施設は、夕食の準備の関係で予約可能日を１日前と設定しているところが多いが、自施設はバイキング形式であること
から直前の予約でも一泊二食付きのプランを提供できる強みを活かし、OTAでの予約可能な期限設定を当日の１８時までに
することで、当日予約の需要を持つ層を取り込むことができた。

直前予約にも対応した宿泊プランの造成

【データ収集・表とグラフで表示（エリア全体と比較）を活用】 自施設・エリア 予約日✕

２月は、直前予約が多いことが分かったことから予約可能な期限をできる限り伸ばすことにより、
直前予約の需要を持つ宿泊者を取り込むことができる可能性がある。

✓２月は、緊急事態宣言対象地域の拡大・一部地域解
除、期間の延長など、多くの判断がぎりぎりまで行
われた影響か７日前からの直前予約が多い傾向であ
ることが分かった。

✓１１月は９０日前から予約数が増えていたことが分かった。
他の月についても、宿泊日当日よりも前の予約が多い傾向で
あることが分かった。
※１１月はGoToトラベルキャンペーンの影響で特に早い
段階での予約が多かった。



機密性○Parties outside the secret 12

3．地域データの利活用事例（下呂温泉観光協会）

■これまで 本宿泊施設は、築年数の異なる４つの館で構成されている。各館異なる特性を持っているものの、
各館いずれも統一した宿泊プランで販売する予定であった。

■データ分析・考察

✓来訪者が多い土日は、自施設とエリア全体であまり
傾向差は見られないが、平日はエリア全体に比べて
比較的入っている。

平日の宿泊客数が比較的多いことは強みであり、４つの各館がいずれも稼働しているため、特定の館にお客様を集約する必要性は
高くはない。
当宿泊施設は、築年数の異なる４つの館で構成されている。建設当時は、それぞれ異なるターゲットをイメージして整備しており、
各館異なる特性を持っている。価格帯は、他競合宿泊施設（エリア全体データ）とは異なる傾向にあるため、複数の館で構成する
本施設の特性を生かすことで、多様な価格帯での宿泊プランができ、お客様への訴求もできるものと考えられる。

■データを踏まえた取組（打ち手）・成果

➢ 複数ある館の特性を明確化し、館別にターゲットをイメージしながら価格帯の異なる宿泊プランを展開する。

➢ 例えば、ひとつの館を価格訴求型にし、稼働率を伸ばし、その他の館については、年齢や居住地に合わせた高単価のプラン
を造成するなど、稼働率と単価の向上を図る。

自施設の特性を踏まえた価格訴求型プランの造成

【データ収集・エリア全体と比較、データ分析・クロス集計を活用】 自施設・エリア 宿泊日✕ 宿泊金額層✕
図 宿泊者数の推移（自施設とエリア全体比較） 図 宿泊価格帯

＜自施設＞ ＜下呂エリア＞

✓２万円以上の価格帯の宿泊者が、
エリアより自施設の方が多い。
２万円以下、２～３万円、３万
円以上、いずれの価格帯も一定
の宿泊需要があり、バランスが
良いことが分かった。

✓年齢別データが今まで取れてい
なかったが、取れるようになっ
たことは非常に大きい。
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4．初期導入時 想定料金
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5．お問合せ窓口

14

『宿泊データ分析システム』に関するお問合せや料金照会については、

以下までお願い致します。

テスト画面を利用したデモンストレーションを行うことも可能です。

株式会社ＪＴＢ 霞が関事業部

担当：風見・古平 ✉ k_kazami114@jtb.com

〒100-6051 東京都千代田区霞が関3-2-5
霞が関ビルディング23階

TEL：03-5539-2818
FAX：03-5539-2819
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6．ご参考資料
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6．ご参考資料
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6．ご参考資料
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6．ご参考資料
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6．ご参考資料
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